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1.  平成26年8月期第1四半期の連結業績（平成25年9月1日～平成25年11月30日）

(2) 連結財政状態

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年8月期第1四半期 2,673 9.8 188 △18.7 181 △22.4 108 △23.8
25年8月期第1四半期 2,434 10.1 231 54.2 233 56.3 142 75.0

（注）包括利益 26年8月期第1四半期 142百万円 （△15.0％） 25年8月期第1四半期 167百万円 （82.5％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年8月期第1四半期 17.05 16.82
25年8月期第1四半期 22.68 22.28

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年8月期第1四半期 5,187 2,678 51.6
25年8月期 4,923 2,599 52.8
（参考） 自己資本   26年8月期第1四半期  2,678百万円 25年8月期  2,599百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年8月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年8月期 ―
26年8月期（予想） 0.00 ― 11.00 11.00

3. 平成26年 8月期の連結業績予想（平成25年 9月 1日～平成26年 8月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 4,760 7.5 252 △9.5 248 △28.8 152 △26.9 23.90
通期 10,145 7.4 705 19.1 696 △3.9 430 △2.0 67.39



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 発行済株式数（普通株式）

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する

四半期レビュー手続が実施中であります。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際

の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）４ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報 （3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※  注記事項

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年8月期1Q 6,385,200 株 25年8月期 6,382,000 株
② 期末自己株式数 26年8月期1Q 556 株 25年8月期 556 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年8月期1Q 6,382,670 株 25年8月期1Q 6,301,352 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀による経済対策や金融緩和による

円高の緩和や株価の上昇など、景気回復の期待感が高まりました。一方、中国をはじめとする新興

国経済の成長鈍化や輸入価格が上昇するなど、国内景気を下押しするリスク要因もあり、依然とし

て先行きの不透明感は拭えない状況にあります。 

このような環境の下、当社グループは諸情勢に応じて最良な生産地を求める移動型ファブレスを

深化させ、顧客ニーズや市場環境の変化に対応した製品の供給を積極的に推進いたしました。 

販売面では、業績の良好な業界へ焦点をあて、販売ルートの開拓に努めるとともに、エコバッグ

等の主力製品の拡販や、ペット関連製品の市場投入の本格化に注力するなど、市場ニーズに沿った

幅広い製品の販売に積極的に取組んでまいりました。 

生産面では、製造原価を抑制するアジア諸国への生産地移動に加えて、主力製品や注力製品の高

品質で大規模な受注に対応できる生産体制の強化を継続してまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は26億73百万円（前年同期比２億39百万円、

9.8％の増加）となりましたが、営業利益は１億88百万円（前年同期比43百万円、18.7％の減少）、

経常利益は１億81百万円（前年同期比52百万円、22.4％の減少）、四半期純利益は１億８百万円

（前年同期比34百万円、23.8％の減少）となりました。 

 

なお、当第１四半期連結累計期間における販売経路別及び製品分類別の販売実績は、以下のとお

りであります。 

 

＜販売経路別販売実績＞ 

販売経路 

売上高 増減 

前第１四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

当第１四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

増減額 

（百万円） 

増減率 

（％） 

エンドユーザーへの直接販売 1,315 1,462 147 11.2 

卸売業者への販売 1,088 1,172 84 7.7 

その他 30 39 9 30.0 

合計 2,434 2,673 239 9.8 

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ その他は、設計・デザインの受託業務、印刷業務等、雑貨製品の販売に該当しないものになります。 

 

  

株式会社トランザクション（７８１８）平成２６年８月期 第１四半期決算短信

2



＜製品分類別販売実績＞ 

製品分類 

売上高 増減 

前第１四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

当第１四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

増減額 

（百万円） 

増減率 

（％） 

一般雑貨製品 1,544 1,397 △ 147 △ 9.5 

エコ雑貨製品 831 1,036 205 24.7 

ヘルスケア＆ビューティ雑貨製品 27 199 172 637.0 

その他 30 39 9 30.0 

合計 2,434 2,673 239 9.8 

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ その他は、設計・デザインの受託業務、印刷業務等、雑貨製品の販売に該当しないものになります。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ２億58百万円増加

し、46億87百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加３億39百万円、現金及

び預金の減少１億13百万円によるものであります。 

 

（固定資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ５百万円増加し、

５億円となりました。主な要因は、有形固定資産の増加７百万円によるものであります。 

 

（流動負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ１億41百万円増加

し、17億１百万円となりました。主な要因は、買掛金の増加１億36百万円、賞与引当金の増加71

百万円、未払法人税等の減少99百万円によるものであります。  

 

（固定負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ43百万円増加し、

８億８百万円となりました。主な要因は、長期借入金の増加41百万円によるものであります。 

 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ79百万円増加し、26

億78百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加45百万円、繰延ヘッジ損益の増加22百

万円によるものであります。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成26年８月期通期連結業績予想に関する事項につきましては、平成25年10月11日に公表いたし

ました数値から変更はありません。なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において

入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と

異なる可能性があります。 

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,276,089 1,162,555

受取手形及び売掛金 1,427,597 1,767,378

製品 1,423,342 1,441,167

その他 311,429 325,190

貸倒引当金 △8,977 △8,631

流動資産合計 4,429,481 4,687,661

固定資産

有形固定資産 92,784 100,540

無形固定資産

その他 90,180 85,619

無形固定資産合計 90,180 85,619

投資その他の資産

その他 317,709 326,024

貸倒引当金 △6,322 △11,889

投資その他の資産合計 311,387 314,134

固定資産合計 494,351 500,293

資産合計 4,923,832 5,187,954

負債の部

流動負債

買掛金 795,242 931,825

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 214,006 230,540

未払法人税等 194,519 94,841

賞与引当金 56,429 127,959

株主優待引当金 3,960 3,960

その他 255,553 271,917

流動負債合計 1,559,711 1,701,044

固定負債

社債 100,000 100,000

長期借入金 458,600 500,400

退職給付引当金 175,161 176,943

資産除去債務 30,959 31,074

固定負債合計 764,720 808,417

負債合計 2,324,432 2,509,462
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年11月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 303,093 303,393

資本剰余金 529,305 529,605

利益剰余金 1,739,803 1,784,828

自己株式 △203 △203

株主資本合計 2,571,998 2,617,625

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益 2,053 24,973

為替換算調整勘定 25,349 35,894

その他の包括利益累計額合計 27,402 60,867

純資産合計 2,599,400 2,678,492

負債純資産合計 4,923,832 5,187,954
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成24年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成25年11月30日)

売上高 2,434,068 2,673,692

売上原価 1,580,648 1,812,439

売上総利益 853,419 861,253

販売費及び一般管理費

給料及び手当 230,813 242,907

賞与引当金繰入額 60,510 59,958

退職給付費用 6,406 7,032

貸倒引当金繰入額 △927 5,254

その他 324,797 357,603

販売費及び一般管理費合計 621,599 672,755

営業利益 231,819 188,497

営業外収益

受取利息 32 26

為替差益 4,274 －

匿名組合投資利益 69 －

その他 315 54

営業外収益合計 4,691 81

営業外費用

支払利息 1,975 1,568

為替差損 － 4,669

コミットメントフィー 623 373

その他 324 637

営業外費用合計 2,923 7,250

経常利益 233,587 181,328

特別利益

受取保険金 － 3,340

特別利益合計 － 3,340

特別損失

固定資産除却損 － 1,384

特別損失合計 － 1,384

税金等調整前四半期純利益 233,587 183,283

法人税、住民税及び事業税 116,614 96,469

法人税等調整額 △25,924 △22,026

法人税等合計 90,689 74,443

少数株主損益調整前四半期純利益 142,898 108,839

四半期純利益 142,898 108,839
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成24年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成25年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 142,898 108,839

その他の包括利益

繰延ヘッジ損益 13,425 22,919

為替換算調整勘定 11,146 10,545

その他の包括利益合計 24,571 33,465

四半期包括利益 167,469 142,304

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 167,469 142,304

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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